
2019 年度小泉体育賞（受賞者） 

 

 

 体育会 弓術部 

本郷 一輝  藤田 泰弘  小林研一郎  牧原 俊介  松本 道弥 

松岡 敦也  金森 大空  前原 栞太  市川 弥樹 

（第 67回全日本学生弓道選手権大会 5人立 優勝） 

 

 体育会 水泳部競泳部門 

佐藤 翔馬 

（第 95回日本学生選手権水泳競技大会 男子 200m平泳ぎ 優勝） 

 

 体育会 野球部 

郡司 裕也  鈴村 知弘  石井 雄也  田中 凌馬  津留﨑大成 

柳町  達  山崎 隼人  小原 和樹  髙橋 佑樹  中村 健人 

瀬戸西 純  木澤 尚文  植田 響介  水久保佳幸  佐藤 宏樹 

嶋田  翔  正木 智也  森田 晃介  綿引 達也  橋本 典之 

福井 章吾  渡部 遼人  下山 悠介  宮尾  将  増居 翔太 

山本 晃大 

（第五十回記念明治神宮野球大会 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

今村 昌倫 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 87/女子 63回 男子シングルス 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

永田 杏里  佐藤 南帆 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 87/女子 63回 女子ダブルス 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

佐藤 南帆 

（第 30回ユニバーシアード競技大会 テニス競技 女子シングルス 優勝） 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 87/女子 63回 女子シングルス 優勝） 

  



 体育会 ソッカー部 

工藤 真子 

（第 30回ユニバーシアード競技大会 女子サッカー競技 準優勝） 

 

 体育会 ヨット部 

樫本 達真  吉村 彰人  曽我 駿亮  久保田 空  柳内 航平 

小野山裕也  門脇 広大  出本 稜太  高宮 豪太  加藤  卓 

横川 響平  秋田 理央  兼子  烈  小木曽 涼  玉山 義規 

（第 84回全日本学生ヨット選手権大会 総合優勝） 

 

 体育会 フェンシング部 

原田 紗希 

（第 72回全日本フェンシング選手権大会(個人戦) 女子エペ個人 優勝） 

 

 体育会 ラクロス部 

小川  司 

（第 9回 APLUアジアパシフィック選手権大会 男子 優勝） 

 

 体育会 ラクロス部 

西村 佳子  清水 珠理 

（第 9回 APLUアジアパシフィック選手権大会 女子 優勝） 

 

 体育会 自転車競技部 

福田 咲絵 

（文部科学大臣杯第 75回全日本大学対抗選手権自転車競技大会 女子ロード 優

勝） 

  



2019 年度小泉体育努力賞（受賞者） 

 

 

 体育会 端艇部ボート部門 

新井 勇大 

（2019 World Rowing Cup I 男子軽量級シングルスカル 8位） 

 

 体育会 端艇部カヌー部門 

遠田穂奈美 

（2019年度 SUBARU日本カヌースプリント選手権大会 女子カヤックシングル

1000m 優勝） 

 

 体育会 水泳部競泳部門 

佐藤 翔馬  

（ジャパンオープン 2019（50m） 男子 200m 平泳ぎ 準優勝） 

 

 体育会 野球部 

郡司 裕也  鈴村 知弘  石井 雄也  植田 将太  田中 凌馬 

津留﨑大成  二宮隆太朗  柳町  達  山崎 隼人  杉本 京平 

髙橋 亮吾  小原 和樹  髙橋 佑樹  中村 健人  瀬戸西 純 

木澤 尚文  植田 響介  水久保佳幸  嶋田  翔  正木 智也 

森田 晃介  橋本 典之  福井 章吾  渡部 遼人  下山 悠介 

宮尾  将  増居 翔太 

（令和元年東京六大学野球秋季リーグ戦 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

成  耀韓  佐々木健吾 

（2019年度関東学生テニス選手権大会 男子ダブルス 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

羽澤 慎治 

（三菱全日本テニス選手権 94th 男子ダブルス 準優勝）  

 

 体育会 庭球部 

福田 真大  福井 雄也  甲斐 直登  川島  颯  小清水拓生 



今村 昌倫  権太 圭吾  田中 隆輔  伊藤 竹秋  成  耀韓 

佐々木健吾  羽澤 慎治 

（全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子 73回/女子 55回 男子団体 準優

勝） 

 

 体育会 庭球部 

永田 杏里  佐藤 南帆 

（2019年度関東学生テニストーナメント大会 女子ダブルス 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

佐藤 南帆 

（2019年度関東学生テニストーナメント大会 女子シングルス 優勝） 

 

 体育会 庭球部 

大村 千乃  望月菜々子 

（全日本学生テニス選手権大会 男子 87/女子 63回 女子ダブルス 準優勝） 

 

 体育会 馬術部 

田中 宏明  三浦 大輝  四ノ宮 康  友松 円理 

（第 62回全日本学生賞典総合馬術競技大会 団体 3位） 

 

 体育会 スキー部 

古野  慧 

（第 29回ユニバーシアード冬季競技大会 スキークロス 7位） 

 

 体育会 空手部 

尾野 真歩 

（Karate1 Premier League-Tokyo 2019 Female Kata 5位） 

（Karate1 Premier League-Shanghai 2019 Female Kata 7位） 

 

 体育会 ヨット部 

樫本 達真  吉村 彰人  曽我 駿亮  久保田 空  柳内 航平 

小野山裕也  玉山 裕登  門脇 広大  高宮 豪太  加藤  卓 

兼子  烈  小木曽 涼 

（2019年度関東学生ヨット春季選手権大会 総合優勝） 

 



 体育会 射撃部 

佐々木健人 

（2019年度埼玉県知事賞争奪関東学生 SBR 大会 50m ライフル三姿勢 120発競技 

優勝） 

 

 体育会 バレーボール部 

樫村 大仁 

（第 30回ユニバーシアード競技大会（2019/ナポリ） 男子バレーボール競技 5

位） 

 

 体育会 フェンシング部 

梅山  幹  佐藤 秀祐  吉岡 慶太  永澤 宏紀  竹村  連 

藤倉  類  長谷山泰紀 

（第 69回全日本学生フェンシング王座決定戦 男子フルーレ団体 準優勝） 

 

 体育会 フェンシング部 

脇  成実  久末 汐里  市川万里子 

（第 71回関東学生フェンシング選手権大会（関カレ） 女子エペ団体 優勝） 

 

 体育会 フェンシング部 

平野 裕也 

（2019年度全日本学生フェンシング選手権大会 男子エペ個人 準優勝） 

 

 体育会 自動車部 

城戸  崚  上野 正貴  高橋 成真  由利 直輝  松坂 育弥 

堀内 凱生  法師山 穣 

（全日本学生自動車連盟年間総合杯 男子団体の部 準優勝） 

 

 体育会 合氣道部 

緒方 彪人  諸星 智輝  小泉 貴一  宮﨑 寛治  関口 遥樹 

安川 翔也 

（第 38回全日本心身統一合氣道競技大会 団体の部 大学部 金賞） 

 

 体育会 合氣道部（2名） 

緒方 彪人  安川 翔也 



（第 38回全日本心身統一合氣道競技大会 個人の部 大学部 金賞） 

 

 体育会 洋弓部 

武藤 弘樹 

（Hyundai Archery World Cup 2019-Stage2 RC男子 70M 団体 8位） 

（Hyundai World Archery Championships RC 男子 70M 団体 9位） 

（2019年度第 30回全日本学生アーチェリー東日本大会 RC 男子 70M 優勝） 

 

 体育会 軟式野球部 

小野 陽平  西牟田晃平  大和久大志  久保寺 慶  福田 竜也 

宮澤  仁  大野雄一郎  菊池 浩司  西澤 勇太  美河 祐介 

柳澤 慶樹  堀池 寛明  金井 洸樹  小林 優太  猪股将太郎 

鮎川 拓実  飯田  瞬  小杉 哲平  中村 健人  磯田 珠輝 

窪田 享真  毛島 亮介  内藤進之介  平野孔太郎  三鍋 啓悟 

安井 健耀  廣瀨 太一  田中 雅也  早船 祥希  長谷川健太 

新倉 悠平  伊藤  翼  諸星 良祐 

（2019年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦 優勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

吉田 大蔵  國弘 治豊  冨樫 悠磨  橋本  峻 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子 400m メドレーリレー 優

勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

山屋 杏奈  北村 愛花  木村あやの  小川 夏実 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 女子 200m メドレーリレー 優

勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

吉田 大蔵 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子 50m 自由形 優勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

山村 勝平  冨田  巌  吉田 大蔵  鈴木 友浩  中村 竜也 

仲尾  徢  松下 祐真  川内 將裕  國弘 治豊  清水悠太郎 

冨樫 悠磨  橋本  峻  中野 高明  細谷 幸生  三輪 智也 



（第 62回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 男子団体 総合優勝） 

 

 体育会 四谷部 水泳部競泳部門 

山屋 杏奈  北村 愛花  木村あやの  小川 夏実  南澤 利咲 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 水泳競技 女子団体 総合優勝） 

 

 体育会 四谷部 硬式庭球部 

横山友里佳  尾崎 真友  平野 玲奈  鈴木 文乃  渡邉穂乃花 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 テニス競技 女子部門 優勝） 

 

 体育会 四谷部 三四会競走部 

宮澤 剛史 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 陸上競技部門 男子 400m 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

嵯峨濃 瑞  清水  嶺  廣瀬  怜  福井 貫太  原田 崚我 

田村  錬 

（平成 31年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会 男子団体 Aリーグ 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

荒木 梨沙  武山 真奈美  宮崎 史帆里  山田 凜香 

（平成 31年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会 女子団体 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

嵯峨濃 瑞  清水  嶺  廣瀬  怜  江川 拓実  原田 崚我 

田村  錬 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 ゴルフ競技 男子団体 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

白木沙由理  荒木 梨沙  武山 真奈美  山田 凜香 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 ゴルフ競技 女子団体 優勝） 

 

 体育会 四谷部 ゴルフ部 

荒木 梨沙 

（第 62回東日本医科学生総合体育大会 ゴルフ競技 女子個人 優勝） 

  



2019 年度小泉体育奨励賞(受賞者) 

 

 

 チアダンス 

チア&ソングリーダーズ UNICORNS 

第 17回全日本学生チアダンス選手権大会に出場し、Pom部門大学生 small 編成に

おいて第 1位。 

 

 クリケット 

常澤 なお（文学部） 

ワールドカップ東アジア太平洋地域予選に女子日本代表として出場し、フィジー戦

において Player of the Matchを獲得。 

東アジアカップ韓国大会に女子日本代表として出場し、香港戦において Woman of 

the Matchを獲得。 

 

 トライアスロン 
久山 司（文学部） 

2019年アイアンマン台湾大会に出場し、男子 18-24 歳の部において第 1位。 

2019年度彩の国トライアスロンイン加須大会に出場し，彩の国 C部門において第 1

位。 

 

 ライフセービング 
野田 瑛太（経済学部） 

第 10回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会に出場し、男子 200m

障害物スイムにおいて第 1位。 

 

 空手 
福徳 萌花（商学部） 

第 6回極真連合会ワールドカップに日本代表として出場し女子軽量級において第 1

位。 

 

 ライフセービング 
羽鳥 紘輝（理工学部） 

第 34回全日本学生ライフセービング選手権大会に出場し、男子レスキューチュー



ブレスキューにおいて第 1位。 
 

 車椅子ソフトボール 
小貫 怜央（理工学部） 

2019 Wheelchair Softball World Series 国際の部に日本代表として出場し、チー

ムの優勝に貢献した。 

 

 7人制ラグビー 
原 わか花（総合政策学部） 

第 30回ユニバーシアード夏季競技大会 2019 にラグビーフットボール女子日本代表

として出場し、チームの優勝に貢献した。 

アジアラグビー女子セブンズシリーズ 2019に日本代表として出場し、チームの優

勝に貢献した。 
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	福田　真大　　福井　雄也　　甲斐　直登　　川島　　颯　　小清水拓生 今村　昌倫　　権太　圭吾　　田中　隆輔　　伊藤　竹秋　　成　　耀韓 佐々木健吾　　羽澤　慎治 （全日本大学対抗テニス王座決定試合　男子73回/女子55回　男子団体　準優勝）

	 体育会　庭球部
	永田　杏里　　佐藤　南帆 （2019年度関東学生テニストーナメント大会　女子ダブルス　優勝）

	 体育会　庭球部
	佐藤　南帆 （2019年度関東学生テニストーナメント大会　女子シングルス　優勝）

	 体育会　庭球部
	大村　千乃　　望月菜々子 （全日本学生テニス選手権大会　男子87/女子63回　女子ダブルス　準優勝）

	 体育会　馬術部
	田中　宏明　　三浦　大輝　　四ノ宮　康　　友松　円理 （第62回全日本学生賞典総合馬術競技大会　団体3位）

	 体育会　スキー部
	古野　　慧 （第29回ユニバーシアード冬季競技大会　スキークロス　7位）

	 体育会　空手部
	尾野　真歩 （Karate1 Premier League-Tokyo 2019 Female Kata　5位） （Karate1 Premier League-Shanghai 2019 Female Kata　7位）

	 体育会　ヨット部
	樫本　達真　　吉村　彰人　　曽我　駿亮　　久保田　空　　柳内　航平 小野山裕也　　玉山　裕登　　門脇　広大　　高宮　豪太　　加藤　　卓 兼子　　烈　　小木曽　涼 （2019年度関東学生ヨット春季選手権大会　総合優勝）

	 体育会　射撃部
	佐々木健人 （2019年度埼玉県知事賞争奪関東学生SBR大会　50mライフル三姿勢120発競技　優勝）

	 体育会　バレーボール部
	樫村　大仁 （第30回ユニバーシアード競技大会（2019/ナポリ）　男子バレーボール競技5位）

	 体育会　フェンシング部
	梅山　　幹　　佐藤　秀祐　　吉岡　慶太　　永澤　宏紀　　竹村　　連 藤倉　　類　　長谷山泰紀 （第69回全日本学生フェンシング王座決定戦　男子フルーレ団体　準優勝）

	 体育会　フェンシング部
	脇　　成実　　久末　汐里　　市川万里子 （第71回関東学生フェンシング選手権大会（関カレ）　女子エペ団体　優勝）

	 体育会　フェンシング部
	平野　裕也 （2019年度全日本学生フェンシング選手権大会　男子エペ個人　準優勝）

	 体育会　自動車部
	城戸　　崚　　上野　正貴　　高橋　成真　　由利　直輝　　松坂　育弥 堀内　凱生　　法師山　穣 （全日本学生自動車連盟年間総合杯　男子団体の部　準優勝）

	 体育会　合氣道部
	緒方　彪人　　諸星　智輝　　小泉　貴一　　宮﨑　寛治　　関口　遥樹 安川　翔也 （第38回全日本心身統一合氣道競技大会　団体の部　大学部　金賞）

	 体育会　合氣道部（2名）
	緒方　彪人　　安川　翔也 （第38回全日本心身統一合氣道競技大会　個人の部　大学部　金賞）

	 体育会　洋弓部
	武藤　弘樹 （Hyundai Archery World Cup 2019-Stage2 RC男子70M　団体　8位） （Hyundai World Archery Championships RC男子70M　団体　9位） （2019年度第30回全日本学生アーチェリー東日本大会 RC男子70M　優勝）

	 体育会　軟式野球部
	小野　陽平　　西牟田晃平　　大和久大志　　久保寺　慶　　福田　竜也 宮澤　　仁　　大野雄一郎　　菊池　浩司　　西澤　勇太　　美河　祐介 柳澤　慶樹　　堀池　寛明　　金井　洸樹　　小林　優太　　猪股将太郎 鮎川　拓実　　飯田　　瞬　　小杉　哲平　　中村　健人　　磯田　珠輝 窪田　享真　　毛島　亮介　　内藤進之介　　平野孔太郎　　三鍋　啓悟 安井　健耀　　廣瀨　太一　　田中　雅也　　早船　祥希　　長谷川健太 新倉　悠平　　伊藤　　翼　　諸星　良祐 （2019年度東京六大学軟式野球秋季リーグ戦　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	吉田　大蔵　　國弘　治豊　　冨樫　悠磨　　橋本　　峻 （第62回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　男子400mメドレーリレー　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	山屋　杏奈　　北村　愛花　　木村あやの　　小川　夏実 （第62回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　女子200mメドレーリレー　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	吉田　大蔵 （第62回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　男子50m自由形　優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	山村　勝平　　冨田　　巌　　吉田　大蔵　　鈴木　友浩　　中村　竜也 仲尾　　徢　　松下　祐真　　川内　將裕　　國弘　治豊　　清水悠太郎 冨樫　悠磨　　橋本　　峻　　中野　高明　　細谷　幸生　　三輪　智也 （第62回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　男子団体　総合優勝）

	 体育会　四谷部　水泳部競泳部門
	山屋　杏奈　　北村　愛花　　木村あやの　　小川　夏実　　南澤　利咲 （第62回東日本医科学生総合体育大会　水泳競技　女子団体　総合優勝）

	 体育会　四谷部　硬式庭球部
	横山友里佳　　尾崎　真友　　平野　玲奈　　鈴木　文乃　　渡邉穂乃花 （第62回東日本医科学生総合体育大会　テニス競技　女子部門　優勝）

	 体育会　四谷部　三四会競走部
	宮澤　剛史 （第62回東日本医科学生総合体育大会　陸上競技部門　男子400m　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	嵯峨濃　瑞　　清水　　嶺　　廣瀬　　怜　　福井　貫太　　原田　崚我 田村　　錬 （平成31年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会　男子団体Aリーグ　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	荒木　梨沙　　武山　真奈美　　宮崎　史帆里　　山田　凜香 （平成31年全日本医科大学ゴルフ連盟春季大会　女子団体　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	嵯峨濃　瑞　　清水　　嶺　　廣瀬　　怜　　江川　拓実　　原田　崚我 田村　　錬 （第62回東日本医科学生総合体育大会　ゴルフ競技　男子団体　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	白木沙由理　　荒木　梨沙　　武山　真奈美　　山田　凜香 （第62回東日本医科学生総合体育大会　ゴルフ競技　女子団体　優勝）

	 体育会　四谷部　ゴルフ部
	荒木　梨沙 （第62回東日本医科学生総合体育大会　ゴルフ競技　女子個人　優勝）


	2019年度小泉体育奨励賞(受賞者)
	 チアダンス
	チア&ソングリーダーズUNICORNS 第17回全日本学生チアダンス選手権大会に出場し、Pom部門大学生small編成において第1位。

	 クリケット
	常澤　なお（文学部） ワールドカップ東アジア太平洋地域予選に女子日本代表として出場し、フィジー戦においてPlayer of the Matchを獲得。 東アジアカップ韓国大会に女子日本代表として出場し、香港戦においてWoman of the Matchを獲得。

	 トライアスロン
	久山　司（文学部） 2019年アイアンマン台湾大会に出場し、男子18-24歳の部において第1位。 2019年度彩の国トライアスロンイン加須大会に出場し，彩の国C部門において第1位。

	 ライフセービング
	野田　瑛太（経済学部） 第10回全日本学生ライフセービング・プール競技選手権大会に出場し、男子200m障害物スイムにおいて第1位。

	 空手
	福徳　萌花（商学部） 第6回極真連合会ワールドカップに日本代表として出場し女子軽量級において第1位。

	 ライフセービング
	羽鳥　紘輝（理工学部） 第34回全日本学生ライフセービング選手権大会に出場し、男子レスキューチューブレスキューにおいて第1位。

	 車椅子ソフトボール
	小貫　怜央（理工学部） 2019 Wheelchair Softball World Series国際の部に日本代表として出場し、チームの優勝に貢献した。

	 7人制ラグビー
	原　わか花（総合政策学部） 第30回ユニバーシアード夏季競技大会2019にラグビーフットボール女子日本代表として出場し、チームの優勝に貢献した。 アジアラグビー女子セブンズシリーズ2019に日本代表として出場し、チームの優勝に貢献した。



